国民大運動高知県実行委員会は、十一月十七日に来年度の県予算に
関わる要求交渉を行いました。知事部局は十河副知事、教育委員会は
中沢教育長、そして各担当課長らが対応しました。要求項目は八四項

の大規模化の限界に触れ、 県内農
林漁業を県の実情に合った形で発展
させる決意を表明しました。 実行
委員会からは、 「
ＴＰＰ参加は決定
ではない。 引き続き積極的に反対
表明をすべき」と求めました。
住宅リフォーム助成制度は、今年
四月から須崎市で実施されていま
す。県では、耐震、県産材活用な
どで補助の制度が実現、 拡充しま
したが、 地元中小業者を対象とし
た経済対策として住宅リフォームを
制度化するよう強く求めました。
副知事は国保法四四条による窓口
負担軽減問題では、医療生協潮江
診療所の活動を高く評価。 その上
で、 医療が必要な人が医療に欠け
ることがないようにすべきと表明し
ました。 それを受け、実行委員会
は「
その理想が実現するよう窓口負
担問題、保険証の交付問題を担当

会を開催していきます。 （詳しくはＨＰを☆）

金制度と定年延長制度。 身を粉にして働いてきた
かった先生方も全国で何人もいたということで い。
す。 免許更新制はやっぱり廃止しかありま
せん。

わすれな草

ＴＰＰ国民切りきざみなお足らず
（
幸泉）
消そうとも反 原発 の声 高し
（
幸泉）
有権者変な人 ほど期待する
（
牧師）
ＴＰＰ 『
一％』が得をする
（
牧師）
品格の型紙狂う 「
品格者」
（
源朝光）
予報見ず傘もさ さぬ人生に晴れ
（
源朝光）
原発の廃炉をめざせ未来あり
（
秋桜）

今年一年を象徴する川柳を募集中！

中沢教育長は、学校図書館の充
実については引き続き力を入れてい
くと表明。 県市の合築図書館問
題では、基本設計の中間報告を十
二月県議会までにまとめ、来年二
月中旬をめどに県内三ヶ所で住民
説明 会を開 催す ると表 明しまし
た。実行委員会は、高知市内での
複数日開催を求め、教育長は検討
を約束。また、運営面での意見は
小中高一貫の寄宿舎付き知的障

いつでも聞く姿勢を示しました。
害特別支援学校の高知市内へ
の設
置に関しては、 児童数の推移を見
ながら検討すると表明しました。
県労連は、 雇用、 入札、 公契

雇用問題で各課、副知事交渉
約問題で十一月八日に各課と、十
七日には国民大運動で副知事と交

捨てられた人々という構図は、新自
由主義、構造改革路線が完成させた
もの▲ただ、その一％の中にもアメリ
カ人投資家ウォーレン バフ
ット氏のよ
･ェ
うに、「
私の所得税率は、秘書のそれ
より低い」と格差を告発し富裕層へ
の
増税を主張する人も残っている。フラ
ンス語のノブレス・
オブリージュ
（
高貴な
者に伴う義務）
の考えによるのだろう
が、それはマックス・ヴェーバーの「
プロ
テスタンティズムの倫理と資本主義の精
神」や渋沢栄一の 「
論語と算盤」に
通じる。 マネー資本主義はその考え
を根こそぎにした感がある▲しかし、
富裕層の善意に期待するのではなく、
九九％の闘いをどう組織するかが問
題。その際、何故日本の若者は立ち
上がらないのかの質問が出される。山
田昌弘氏は 『
家族というリスク』の中
で、一つの答えを与えている▲日本の
若者は、「
裕福」であり、その背景に
は「
両親へ
のパラサイト （
寄生）
」があ
ると。それが、貧困を隠し社会へ
の抗
議行動を抑制していると。 同時にそ
れは、 晩婚 ・未婚 ・少子化の原因で
もある。他方、欧米では成人すれば
独立するのが当たり前。大学の費用
も自分で稼ぐ。社会的矛盾が直撃す
る。だから、立ち上がらざるを得な
いと▲隠された貧困の可視化の運動
が、ゆがんだ社会へ
の一つの答え。あっ
たか村相談会を各地で成功させること
もその一環。 （
田）

ウォール街を占拠せよと
の「
反格差」の行動は、
アメリカから世界的な広
がりを見せている。一％
の富裕層 と九九 ％の見

新年号に掲載します。

高校版就学援助制度の創設を強く

要求している給付制奨学金の実現、

実行委員会からは、文科省が予算

政府に強く求めていく姿勢を表明。

長は高校授業料の無償化の継続を

教育委員会交渉では、中沢教育

計画を作るよう強く求めました。

行委員会からは、原発事故の避難

力に求めていくと表明しました。実

守る立場で合理的な説明を四国電

れることはしない。 県民の安全を

の結果を県としてそのまま受け入

伊方原発問題では、ストレステスト

講習を受けに行かなければならない状況や更新が出来な 人たちが報われる制度にするようにと声を大にした

求めました。

ゆたか１Ｆ

各地で相談会を開催
１１月 2 ６日、 香美教組会館にて県労連なん

川柳コーナー

でも相談会を開催しました。今後も各地で相談

クロスワードパズル
１３４号・クロスワードパ
約３０年前、窪川原発に大反対したことが間違いで

当選 者の 発 表！
ズルの答えは「フユジタク」で
した。 当選者が抽選で決定し
ました。おめでとうございま
す。
当選を逃した方もドンドン

「原発はいらない」 まさにその通りだと思います。
きました。 また、 民主党政権になった時、 教員免許更新

図書券プレゼント
チャレンジ

《応 募 方 法 》
クロスワードの答えと、
挑戦してください。

定期大会の各組合の方々の発言を読み、 勇気がわいて

部課と詰めを行い、 具体的に解決
してほしい」と求めました。

制の廃止が決まったように言われましたが、 結局継続で はなかったと、 意を強くしています。 目先では、 年
渉しました。

（予定）
13:00 ～ 16:00

安芸市
１２月２５日(日)

グリーンロード
11:00 ～ 15:00

高知市
１２月２４日(土)

《当選者》

を抱えている人がたくさんいます。その混乱を解消できる手 ます。 ＴＰＰ反対！一次産業で生活ができる社会

南海地震対策については、最優先

13:00 ～ 16:00

須崎市
１２月１８日(日)

機関紙の感想、組合名、郵

いのでしょうか。 傷跡を残したまま、 今も原発に対し不安 業の衰退によって、今のような状況がもたらされてい

課題として取り組む姿勢を表明。

13:00 ～ 16:00

場所
地域
日時

土佐清水市 中央公民館２Ｆ
１２月１１日(日)

便番号、住所、氏名、年齢

高教組（Ｓ . Ｓ）

を記入の上、
県労連書記局

高教組（Ｙ．Ｓ）

（南国市職労）
真弥さん
（佐川高校教組）

に！

須藤 知成さん
篠原

（四万十町職労）

本山 美智賀さん

読む？ ②彼とは何年も――

立てが早く見つかることを期待しています。

宛にお送り下さい。
抽選で三名様に図書カー
ドを プ レ ゼン ト し ま す。
ル）
締め切りは翌月の二十

不通だ ③出産休暇の略 ④

おたより紹介

目、十一の大項目に渡り、各二時間ずつ話し合いを行いました。

十河副知事は、 ＴＰＰへ
の反対
姿勢を改めて表明。 同時に農業

副知事交渉の様子

す。 この間講習を行う大学の撤退や、 自己負担で遠方に

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

カギを解き二重枠に入る文
――左往 ⑥恵まれた――に

一つ目小僧、 化け

若者に働く場所がない、 行き場がない。 一次産
大震災が起きてから、原発事故が紙上から消えることはな

日になります。

字を並べてできる言葉は何
育つ ⑧砂上の―― ⑨親しき

○を探す。 ○○は

でしょう。ヒントは日本で最

倒産 ⑬仕事の○
⑦富山湾で春

仲にも必要 ⑪○○を聞いて十

⑫――工作、――
外交、――療法

も生産量が多い果物

休日が続くこと ⑩
○○の満ち引き

を知る

教える ⑤――

【
タテのカギ】①紙魚。何と

ホームページもご覧下さい。

針路

災いの元
に見られる ⑨

猫、 鬼太郎など
③礼儀――を

県教組（Ｙ．Ｈ）
自治労連（Ｙ．Ｓ）

祝
【ヨコのカギ】 ①

ＴＰＰ、
原発問題で前進回答
－ 副知事･各課長へ申し入れ －

クロスワードパズル

高知
県労連

住み続けられる地域に
雇用対策で県交渉実施
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窪川原発闘争の教訓 ①
ないものでしたが、 写りの悪いテレ

時ビデオデッキは高価で品質も良く
せた力になりました。

なで考える運動がリコールを成功さ

時間でしたが、みんなが学び、みん

るさと会）を立ち上げました。会

派の人は 「
郷土をよくする会」（
ふ
い、まさに 「
燎原の火」のように小

裕のある人は、 ビデオデッキを買
た。

されて幅広い人が参加してきまし

酪農民会議などがつぎつぎと結成

分野別に農民会議、 漁民会議、

ビをみんな真剣に見ていろいろ意見

十月二十二日に開催された伊
集会を開きました。 この小集会が

和教

方原発を考える学習会で赤旗記
長の野坂静雄さんは、元農協組合
リコール成功の決定的な力になりま

窪田

者の窪田さんが窪川原発反対運
長で元自民党の支部長でした。会
した。

をたたかわしました。 経済的に余

動での教訓について報告しました
は自民党から当時の社会党、共産
大学の先生を招いた町民学習会
四万十町の副町長を務めた人です

組合の委員長だった甲把英一さん、

をリードしてきた、 当時の町職員

リコール運動の中心になって運動

ので、その発言を連載します。
党、 無党派の人まで幅広く参加
が、 「
自治体問題研究所」の本に

す。「
ふるさと会」
の三つの目標と、

も数回開きました。原子力の難し

やはり学ぶ、専門知識には遠く及

し、 ①原発反対②民主的な町政

自ら愛媛県の伊方に行き、 現
ばなくても「
勉強」することが反対

窪川原発誘致の正式の表明は、

八十年暮れから町長リコールの署
地を見てくる人もいました。 今の

「
窪川のたたかいは、知は力。知る

名集めが取り組まれ、六〇〇人が
四万十町の議会議長の宮地章一さ

い話を会場いっぱいの町民は根気良

電力に申し入れた」ことです。そ
受任者になり有権者の四十三％の

③農林漁業中心の町づくりの三つ

のころ私は窪川町で赤旗分局長の
署名が集まりリコールが成立しまし
運動の力になりました。

一九八〇年十月、当時の藤戸進

仕事をしていました。原発騒動の
んもそうした人で、 自民党の若手
ことがおきるもので、私もびっくり

を具体化するもので、 「
佐賀原

いました。「
原発一億㌔㍗」計画

月着工で原発をつくる」とのべて

原発銀座にする。八十一年十二

社長は記者会見で 「
太平洋岸を

八十年四月に当時の四電の山口

のものまでありました。 正確な開

隣の本当にミニ集会から部落単位

ら話し合うもので、向こう三軒両

ＨＫの特集番組のビデオを見なが

リカのスリーマイル島原発事故のＮ

た小集会でした。 七十九年のアメ

たのは、「
ふるさと懇談会」と称し

リコール運動で大きな力を発揮し

なり、四電に招待された人の多く

て原発の視察に行った人は反対派に

面白いのは、 自分のお金を出し

た」と今話しています。

き原発を止めてくれてありがたかっ

てきました。宮地さんは、「
おのと

プ」の大多数が反対運動に参加し

ありましたが、その「
牛飼いグルー

酪農の町で乳牛を農家がたくさん

人ひとりの思いが行動に出て、 リ

を切り上げて行ったそうです。 一

す。しかたなく、藤戸町長は演説

対します」と演説を始めたそうで

はこの子どもたちのために原発に反

くれるもと思いマイクを渡すと 「
私

たそうです。町長は応援演説して

たしにもしゃべらして」と手を出し

お母さんが子ども連れてきて、「
わ

戸町長が街頭演説していたとき若い

運動が盛り上がるととんでもない

ことから 始 まった」 と書 いていま

最中に共産党の仕事をしながら
た。続いて八十一年三月の解職投
グループで伊方町に行き、反対運
して、後で会いに行ったんですが、藤

くききました。 時には十時を過ぎ

反対運動に参加し、窪川に取材
票では賛成が五一 ・九九％で、全
動の先頭に立ちました。 宮地さん

の目標を掲げました。

に来ていた赤旗 記者と協力して
国で初めて原発を争点とした町長
は乳牛を飼っており、 当時窪川は

町長が 「
立地可能性調査を四国

「
しんぶん赤旗」に記事や写真を
リコールが成立しました。

る学習会もありました。

送っていました。 当時の写真はほ

発」が困難になったあと、窪川が
催数はわかりませんが、 少なくと
は賛成派になりました。

とんど私が撮ったものです。

選ばれました。 佐賀はダミーで
も四〇〇回近く開かれました。私
コールが成立したものです。 （
つづ

の家も会場になったし、 私もビデ

生公連発足総会

十一月二十二日、高知県生活
関連公共事業推進連絡会議結
成総会が開催されました。生活
関連や地震対策などの公共事業
の推進、ダンピングなどによる官
製ワーキングプアを出さないため
の公契約条例の制定などを目指
します。

平和友好祭

社してきます 。 十二 月六

員も、そして委託業者も出

には、正規社員も非正規社

行いました。午前七時前後

郵産労を中心に宣伝行動を

知郵便局前と高知東局前で

取り組みました。まずは高

日、秋闘 統･一行動として、
宣伝行動と中立労組訪問に

県 労 連 は十 一 月 二 十 五

組では、 お互いの仕事内容や地震

協力をお願いしました。また、Ｂ労

触れ、公契約条例の制定に向けて

は、先日発足した生公連の話題に

案内などを行いました。 Ａ労組で

射能学習会の案内、 全労連 原･発
パンフの配布、あったか村相談会の

催する春闘討論集会へ
の参加、 放

換はもちろん、十二月十七日に開

中立労組を訪問しました。意見交

午後からも二手に分かれ、七つの

向けた宣伝行動などを行いました。

後も共闘できる分野では協力してい

村相談会へ
の協力のお礼をし、 今

十一月二十三日、六年ぶりに
平和友好祭を開催しました。安
保の問題や震災、最低賃金につ
いて学習しました。また、豪華お
弁当をかけてクイズなどで交流
しました。

日・
七日に実施する郵政何

による津波対策について意見交換を

く）

でも相談のチラシを手渡し

行いました。Ｃ労組とは、あったか

セクハラ・パワハラ三人、組合運

人、社会保険五人、年金三人、

職金一人、年休二人、労災一

人、賃金 ・不払残業一人、退

解雇 ・雇止七人、退職強要四

一人、不明九人。相談内容は、

ルバイト三人、契約二人、派遣

態は、正規十九人、パート・ア

十代七人、不明十人。雇用形

四十代四人、五十代六人、六

でした。年齢は、三十代七人、

ち、女性十五人、男性十九人

ら相談が寄せられました。 う

九月十七人、十月は十七人か

わされたというものです。 労働基

にわたり約一万円を強制的に支払

会社に損害を与えたとして、二回

の約束をさせられた上、実際にも

容は、雇用契約で事前に損害賠償

パートの女性からの相談。 相談内

どを製造 ・販売 する会社 で働 く

的事例の紹介ーケーキ・和菓子な

年金者組合に加入しました。特徴

（
女性三人、男性三人）の人たちが

年金制度をよくしたいという六人

などの不安や不満を抱く人たち、

保険料を全額負担させられている

退職金がもらえるかが心配。社会

で雇止めされそう。定年退職後に

用されて働いているが一年契約なの

組合加入では六十歳を越えて再雇

るようアドバイスしました。

求めるために行政指導を要請す

に対する損害賠償金の返還を

準監督署へ
の告発とともに会社

るはずはありません。 労働基

行為であり道義的にも許され

を勤務日数に換算すると三 五･
日分。 なんとも許せない違法

円。会社に支払わされた金額

間のパート労働で時給は七〇〇

す。 しかも相談者は一日四時

に、この法律に違反する事例で

ています。 今回の相談はまさ

事前に盛り込むことを禁止し

労働契約に損害賠償の予定を

与えたら○○円支払えなど、

準法第十六条は会社に損害を

くことを確認しました。

ました。宣伝後二グループに

営一人、労働協約一人、賃金

樫やん奮戦記⑱

分かれ、タクシー労働者に

名集めを含めても、 四カ月の短い

リコール選挙期間は二十日間。署

本命は窪川という意見が今もあ
オデッキを持って出かけました。当

ります。
町長の誘致表明を受けて反対

十一月二日、県教組会議室にて
食健 連 は学 習 講演 会 を開 催 し、
約三十名が参加しました。 この取
り組みは、食健連が全国各地で行
うグリーンウェーブの一環です。講
演は食健連会長で、 高知大学人
文学部の岩佐教授が 「
ＴＰＰ参加
と食と地域の未来」という題し行
いました。ＴＰＰの持つ本質的な問
題や参加によってもたらされる地
域へ
の影響について約一時間講演し
ました。 講演後、 中岡事務局長
が、 ＴＰＰ参加阻止へ向け行動提
起しました。

通行人からは 「
がんばれ」などの
声援がありました。

改善一人、その他四人でした。

東郵便局前での宣伝

ＴＰＰ参加と消費税増税にＮＯ！
グリーンウェーブ

市内をパレードしました。ＴＰＰ問

コースに分かれて宣伝カーを先頭に

幕で飾り付けした自動車は三つの

「
消費税増税断固反対」などの横

四十台の自動車が結集。集会後、

やマスコミの関心を集めました。約

Ｐ交渉へ
の参加を表明し、 参加者

た。四日前に野田総理大臣がＴＰ

共催し、『
消費税増税 Ｔ･ＰＰ参加
反対自動車パレード』を行いまし

連絡会、 高知食健連の三団体が

す高知県の会、 消費税廃止各界

十一月十五日、 消費税をなく

消費税増税 Ｔ･ＰＰ参加反対自動車パレード

食健連学習会の様子

題は、住民の関心も高く、沿道の

消費税増税ＴＰＰ参加反対パレード

秋闘 ･ 統一行動を実施！
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